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また、展示コーナーでは、なでしこジャパンで
おなじみの国民栄誉賞の盾、天皇陛下の勲章、オ
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計量管理協議会々報
＜計量管理研修・見学会の概要＞
平成２５年２月２０日、２１日に行われました
研修見学会の概要をご報告致します。
会員会社２１社２１名の参加、集合場所の千葉
ＮＴＴ前を８時１０分の出発となりました。
出発後、車内では計量管理協議会会長のＪＦＥ
スチール(株)

東日本製鉄所

戸村様のご挨拶と

参加者皆様の自己紹介を頂きました。
バスは穴川 ＩＣよ り高 速道路にて 目的地 の横
河電機(株)甲府事業所・テクニカルセンター様へ
向かいました。途中、山梨県甲府市上曽根町にあ
る「幸せの丘ありあんす」の中にある象牙彫刻美
術館を見学し、予定より早い１３時の到着となり

１．標準管理課の組織構成
計測標準部標準管理課は製品のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨを維

ました。
少々早い到着でしたが、横河電機(株)様のお計

持する為に、校正手順の整備を行う開発Ｔｍ、

らいにより早めの見学をさせて頂けることになり

標準維持管理を行う管理Ｔｍに分かれている。
２．製品ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨと標準管理課の担当(業務)

ました。
横河電機(株)甲府事業所・テクニカルセンター様

製品のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨを実施する計測標準部、ＹＭ

は、現在、「時間」「流量・流速」「圧力」「電気（直

Ｇ修理校正部、ＹＭＧ製造部に分かれている。

流・低周波）」のＪＣＳＳ登録事業者です。また、 ３．標準管理課の標準室配置
標準室は計量器等の区分毎に部屋を分け、温度、
「時間」「圧力」「電気(直流・低周波)」は、ＭＲ
Ａ（相互承認協定）認定事業者に認定されていま

湿度、風速(圧力)が細かく管理されています。

す。ＪＣＳＳ校正事業者は、計量法で規定された

人の出入りも制限されており、管理が厳しく行

認定要件に適合することはもとより、認定基準で

き届いています。

あるＩＳＯ／ＩＥＣ

１７０２５に適合していま

４．ＪＣＳＳ登録事業者の維持

す。グループ内に信頼性の高い計量標準を供給す

ＮＩＴＥの ＷＥＢ 掲載 より登録事 業者を 検索

ることによって、高品質な製品の生産を可能にす

できます。「登録区分別事業者」で検索し、計

ると同時に、産業界に対し、国に代わって信頼性

量器等の区分、種類等を確認できます。

の高い計量標準を供給する役割も担っています。
初めに、計量管理協議会
東日本製鉄所

戸村会長よりご挨拶を頂きました。

引き続き、品質保証本部
理課

ＪＦＥスチール(株)

計測標準部

大村様より、計測標準部

いての講演が開催されました。

標準管

標準管理課につ

５．計測器の校正期限管理（ＣＩＭＳ）
計測器を購入した場合や、校正を実施した場合
にＣＩＭＳに登録すれば、校正期限等が自動メ
ール発信され、校正期限切れを防止できます。
６．遠隔校正
ＮＭＩＪとの共同開発により、標準器を移動す
ることなく、ＧＰＳを利用した周波数遠隔校正、
圧力仲介器を介して圧力校正ができます。
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以上で、講演会が終了し、引き続き標準管理課
管理Ｔｍの長田リーダ様のご案内で、標準管理課

集合写真撮影、有意義な講演会及び見学会が終了
しました。

学を行いました。

横河電機(株)甲府事業所・テクニカルセンター

甲府テクニカルセンターの1階と２階は、計測標

様ありがとうございました。

準課の標準室で、国家標準に直結した公的機関で
校正された照合用標準器により校正用標準器を
校正しています。温度、湿度、風速(圧力)が厳し
く管理されていました。通路の温度も管理値を設
けています。
３階は横河マニュファクチャリング(株)修理
校正部の校正室で、照合用標準器で校正された、
校正用標準器を用いて、作業用計測器の修理、校
正を行っています。標準室に比べ温度、湿度は幅
をもたせていますが、それでも厳しく管理されて
います。
定刻より早 めの出 発で 、見学先の モンデ 酒造

標準管理課の見学終了後、引き続き工場見学を
行いました。最初にＤＰ

ｈａｒｐの組み立て工

(株)様に１６時４０分到着、案内される方を待っ

程をビデオで視聴後、各工程の見学となりました。 ての見学開始となりました。就業時間も終了間近
製作物が多品種にわたるため、パーツ毎の製作と のため、見学者も少なくゆっくり見学することが
なり、一度に多くの製品を作ることが出来ないそ

出来ました。機械室の見学、通路に並ぶ製品を見

うです。技能の向上を図るため、「国家技能検定」 学しながら、樽の貯蔵庫を通り抜け、試飲ホール
の受験、技能五輪全国大会にも参加させる等の社 でワイン、リキュール、ジュース等の試飲を楽し
員の技能の向上に力を入れていました。最後に水
による実流量試験装置

みました。
以上で、一日目の研修・見学会が終了し、宿泊

ＪＣＳＳ認定取得ライン

の見学をし、工場見学を終了しました。
その後、新製品を含めた計測器関係の紹介が行
われ参加者も興味を持って聞き入っていました。
以上で計測器関係の紹介も終わり、計量管理協

場所である石和温泉「ホテル華やぎの章

慶山」

に向かいました。一日の疲れた体を温泉で癒し、
懇親会にて親睦を深めることが出来ました。
＜二日目＞

議会第一副会長のＤＩＣ(株)千葉工場の伊藤様よ

研修見学会 二日目 は８ 時２０分に ホテル を出

りお礼の挨拶があり、講演会、見学会が終了しま

発し、最初の研修、見学先の(株)キッツ長坂工場

した。

様に９時１０分に到着しました。
９時１５分から､会社概要､沿革、事業内容、長
坂工場概要、長坂工場主要製造品目等を、生産本
部

長坂工場長の輿石様よりご説明がありました。
１９５１年１月２６日に(株)北澤製作所を設立

し、長坂工場建設、青黄銅バルブの製造・販売を
開始しました。１９９２年に社名を、現在の(株)
キッツに変更し、本社を幕張に移転しました。事
業内容は、バルブ事業、伸銅品事業、サービス事
業を行っており、中国、東南アジア、欧州、米
に海外グループ会社を持っています。
長坂工場様は、高品質のステンレス鋼バルブと
最後に甲府テクニカルセンター様をバックに

給水装置関連製品を中心に生産する主力工場です。

(3)
自動造型・鋳造ラインを備え、素材から加工、組

とバスで移動、１２時５０分の到着となりました。

み立てまでの一貫生産を特徴としています。特に

１３時からウイスキー博物館１階で、白州蒸留所

ステンレス鋼バルブ素材はオーステナイト系、二

の歴史等についてビデオを視聴後、サントリー酒

相系、ニッケル其系と多岐に渡り、ステンレス鋼

類(株)様のバスで移動し蒸留所見学となりました。

鋳物の生産量では、単一工場としてはわが国最大

１３時からウイスキー博物館１階で、白州蒸留所

の実績（２０１１年度実績

の歴史等についてビデオを視聴後、サントリー酒

３，３００ｔ）を誇

っています。
ご説明が終わり、工場見学となりました。

類(株)様のバスで移動し蒸留所見学となりました。
サントリー 白州蒸 留所 様は１９２ ３年の 山崎

ステンレスバルブ鋳造工場〈大型弁８－２４Ｂ〉、 蒸留所の建設着手から５０周年を迎えた１９７３
（中型弁２－６Ｂ）、（小型弁）と別れて鋳造を行

年、新たな原酒を求めて開設されたサントリー酒

い、ステンレスバルブ加工・組み立て工場で機械

類(株)第２の蒸留所、それが白州蒸留所です。世

加工、組み立て、完成検査、梱包まで行っていま

界でも珍しい高地に位置する「森の蒸留所」とし

す。加工品にはバーコードが貼られ、各工程毎に

て多彩な原酒をつくり分けてきました。シングル

バーコードで仕様が確認出来、仕様間違いや、作

モルト白州をはじめ、世界に誇る高い品質のウイ

業の効率が図られています。また、鋳造における

スキーを生み出しています。

巣の発生防止の工夫、装置に於いても超低温弁の

白州蒸留所の工場見学では、ガイドさんに案内

冷却装置等の充実、バルブの弁体の鏡面仕上げは、 され、製麦、仕込、発酵、蒸留、樽の貯蔵庫と見
加工装置に改良を加え、誰が行っても同じ仕上が

学しました。

りになるようにと、品質管理面は申し分ないと感
じました。熟練者が若手に指導しながらの作業も
行っており、人材の育成も形になっていると感じ
ました。給装関連品は給水装置用製品加工・組み
立て工場で製造されおり、大型な物から小物の付
属機器まで幅広く製造している工場でした。
最後に、計量管理協議会第二副会長のＪＮＣ石
油化学(株)市原製造所の水野谷様よりお礼の挨拶
が有り、研修会、工場見学が終了しました。
(株)キッツ長坂工場様ありがとうございました。

見学終了後、蒸留所内にある、ＢＡＲ白州でウイ
スキーの試飲を楽しみました。有料試飲も出来、
白州、山崎、響などのサントリーウイスキーも味
わえ、ウイスキー通にはたまらないラインナップ
となっています。
サントリー酒類(株)白州蒸留所様の見学も終
了し、中央高速道で帰路に着くことになりました。
途中、ＳＡにてお土産品を買い求めながら、１８
時３０分頃千葉ＮＴＴ前に無事到着、少々疲れ気
味でしたが参加者全員家路につきました。参加さ
定刻の１１時３０分出発で、昼食会場の山梨の

れた方々大変お疲れ様でした。

地酒、七賢直営の食事何処、臺眠に向かいました。
そして、ご協力ありがとうございました。また
七賢の仕込み水を飲みながらの昼食も終了し、次
これからも研修見学会にご参加頂けますよう宜し
の見学場所のサントリー酒類(株)白州蒸留所様へ
くお願い致します。
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平成２４年研修見学会アンケート報告
Ⅰ．参加業種別
参加業種別 一覧

食料品製造業
繊維工業

7
化学製品製造業
石油製品製造業

6
ゴム製品製造業

5
窯業土石製品製造業
鉄鋼業

4
人数

非鉄金属製造業

3
金属製品製造業
電気機器製造業

2

一般機械器具製造業

1
精密機械器具生製造業
販売業

0

メンテナンス業
その他製造業

Ⅱ．参加者所属別
参加者 所属別 一覧
14
12
10
8
6
4
2

の
他
そ

営
業
関
係

総
務
関
係
技
術
管
理
関
係
施
設
管
理
関
係

製
造
関
係

計
量
関
係

計
装
関
係

電
機
関
係

品
質
管
理
関
係

0
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Ⅲ．見学場所別

感想
モンデ酒造㈱

横河電機㈱ テクニカルセンター

大変良かった
良かった
普通

大変良かった
良かった
普通

・製造工程が見学出来とても参考になった。
・技術伝承の取組み良かった。
㈱キッツ 長坂工場

サントリー㈱ 白州蒸留所

大変良かった
良かった
普通

大変良かった
良かった
普通

・物造りの現場を見て参考になりました。
・品質管理の取り組み参考になりました。
・良く説明していただき大変良かった。

Ⅳ．スケジュールおよび感想

25
20
15
集合時間
見学時間

10
5
0
良い

早い

短い

長い

・見学先がどこも興味深く、あっという間に時間が過ぎた。

遅い
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Ⅴ．研修見学会の気づいた点や感想
①また参加したいと思います。
②大変良かったと思います。
③横河電機㈱様の見学は大変参考になりました。
又、お宿もサービスが行きとどいており温泉も良かった。
④皆さんが楽しめる工夫があり良かったです。
⑤とても有意義な研修見学会でした。
⑥今年はいつもよりさらに充実した内容だったと思います。
⑦最高の研修会でした。
⑧横河電機㈱様の新開発にビックリ。

Ⅵ．今後の研修会に希望すること
Ⅵ．今後の研修会に希望する こと
①今後も見学会は断続してほしいと思います。
②今回の様に工場見学を引き続き実施して頂きたいです。
③また工場見学を希望します。
④東北方面検討下さい。
⑤東海村原子力、ツインリンクもてぎ見学

製 造 ・ 販 売 ・ 修 理 ・ 保 守 管 理
計量士による代検査・ＩＳＯ関係検査
計量器・計測機器に関する御用は何でもご照会下さい
各種計量器販売・保守管理に貢献する

本社・工場

（〒261-0002）
（代表）

電 話

０４３（２４２）０５０５

Ｆ Ａ Ｘ

０４３（２４3）２５１９

E-mail

etokeiki@saturn.plala.or.jp
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横河電機株式会社

総合代理店

横河商事株式会社
■千葉支店 〒299-0111 市原市姉崎867 TEL.0436-61-1388
■千葉支店 〒299-0111 市原市姉崎867 TEL.0436-61-4310

横河ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社
東京電機産業株式会社
■東関東支店 〒299-0111 市原市姉崎867 TEL.0436-61-2381
■千葉支店 〒260-0825 千葉市中央区村田町1211 TEL.043-300-8611
■銚子営業所

〒288-0802 銚子市松本町1-993 TEL. 0479-23-3381
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《計量検定所だより》
◎平成 25 年度人事異動のお知らせ

４．実施結果
モニターに予め商品を購入していただき、その

退職者・転出者（（

）は新所属等）

検定・検査課長 伊藤 一男（退職⇒再任用）

内容量の検査実習を通して計量の意識向上を図り
ました。

副主幹

小川

満（退職）

検査商品は、ドリップコーヒーから食パン、干

上席計量員

平塚 美徳（退職）

しエビ、もち米など２４品を量目検査しました。

主

大山 繁美(中央食肉衛生検査所 )

査

計量員

吉川

転入者（（

）は旧所属等）

検定・検査課長 宮内

峻（産業保安課）

実（内部昇任）

伊藤 一男（再任用）

副主査

茂木 敦昭（生活・交通安全課）

〃

米倉 光治子（佐倉県税事務所）
事

〃

東二町 淳志（健康福祉指導課）
小林 道隆（新採）

◎３月１９日に計量教室を開催しました！

一般消費者を対象に、計量法令の仕組み暮らし
に役立つ計量など計量思想の普及を図ることを目
的に、計量検定所･浦安市･(一社)千葉県計量協会
による共催で計量教室を開催しました

１．実施日時及び場所
平成 25 年 3 月 19 日(火)午後２時から午後４時
浦安市中央公民館

２．受講者
浦安市消費生活モニター

１６名

３．実施内容
浦安市消費生活モニター１６名に対して計量に
関する知識向上を目的として、次の内容で実施し
ました。
（１）計量に関する講義：約３０分
（２）商品量目試買検査(実習)：約７０分
（３）質問応答：約１０分

過
不

量
足

５品目
１７品目
２品目（内１品目は公差内）

検査の結果、２４品目中「しらす」の１品目が

上席計量員

主

過不足なし

量目不足でした。
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《理 事 会 だ よ り》
通常総会開催
第４９次通常総会を下記のとおり開催いたし
ます。本総会においては、表彰式，交歓会も併
せて開催いたしますので、お繰り合わせのうえ
ご出席下さいますようご案内申し上げます。

１．日

時

平成２５年５月１６日（木）
受

付

14:00～

通常総会

14:30～15:55

交 歓 会

16:00～17:30
JR 京葉線 千葉みなと駅西口より徒歩 5 分

２．場

所

オークラ千葉ホテル
住所 ： 〒260-0024
千葉市中央区中央港 1-13-3
TEL ： 043-248-1111（代表）

計量管理協議会ＨＰ
http://www.chiba-keiryoukanri.org/

はかり のことならなん でも
各種はかり製造並びに販売
点検・修理・据付全般
制御盤設計・製作
計量処理ソフト設計・製作

千葉県船橋市藤原3-19-15
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(11)
平成２３年度

平成２３年度

計量管理優良事業場・三井化学㈱ 市原工場殿

計量管理優良事業場・日清製粉㈱ 千葉工場殿

